
当該セミナーおよび当資料は、資産運用の参考となる情報提供や、当
社サービスの紹介を目的としています。銘柄選択、投資時期、投資スタ
イル等、投資の最終決定はご自身のご判断とご責任で行ってください。 

 株スクール in 東京(日経ホール) 

短期、中期、長期戦略 

カブドットコム証券 
マーケットアナリスト 山田 勉  
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～アベノミクスは再起動するのか？！～ 

局 レギュラー出演番組 時刻
日テレNEWS24 まーけっとNavi/Financial INDEX 月曜9時

ニュース30+/大引け解説 金曜15：10頃
デイリープラネット/エコノFocus株価解説 金曜20：10頃

ラジオ日経 こちカブ 水曜8：00-8：20
第2第4金曜も

ストックボイスTV マーケットホットライン 火曜9：45頃



年内あと9週 
• デフレからの脱出速度を最大限高める？ 

○再増税先送り △経済対策28兆円  
×イールドカーブコントロール 

• 官製相場、「下がらないが、上がらない」 
9月外国人▲1.1兆円、日銀ETF0.8兆円 

• 株価変動は米株高・円安・決算次第 
• 円安を阻む「米利上げ観測後退」「ポンド安ユー

ロ安」「人民元安＆チャイナ」「企業決算、悪けれ
ば為替の所為」「米醜聞大統領選」 

• 三角保ち合い放れからテックプレイでワンチャン
ス狙い、ドル建て日経167ドル×105円か108円 



外国人の手口に変化？ 
東証投資部門別
取引状況 億円 

2週分 



官製相場？ 
東証投資部門別
取引状況、日銀 



市場内需給は枯れて 
東証信用・裁定取引残高 億円 



楽観できる？ 
• TOKYO2020へ驀進、再開発プロジェクト花盛り 

コイケノミクス、豊洲移転延期・競技場費節約もほどほどに 
• ニカイノミクスで積極財政 vs 赤字国債タブー視 

リニア・新幹線、国土強靭化（南海トラフ）、防衛力増強 
• クリントノミクス、05年以来の内国投資法なら円安？ 
• 税制改正要望、相続時評価、デリバ金融一体課税 
• 個人型年金にDC、対象拡大2600万人、本格運用ニーズ 
• 官製春闘、賃上げ→消費増？ 
• 憲法改正、天皇譲位、戦後レジームからの脱却 
• 安定してるのは日本だけ（四方の海 など波風の） 

剥き出しの自国優先主義、衝突は必至 

寄せ集めて 
「一本！？」 

サプライズは北方領土？年明け総選挙？ 



2016年秋 
政治・外交 経済・市場 

10月 中国国慶節（1-7日） 
ノーベル賞「オートファジー」（紅葉） 

CEATEC（4-7日）国際航空宇宙展（12-15日） 
ソニーPSVR発売（13日）JR九州東証上場
（25日）ハロウィン（31日） 

11月 日銀会合（1日） 
豊洲新市場開場（延期） 
米大統領選（8日） 
ペルーAPEC首脳会議（19-20日） 
OPEC総会（30日） 

PS4プロ発売（10日）独身の日（11日） 
7-9月GDP速報（14日）ハリポタ続編（15日）
JIMTOF（17-22日）ボジョレーN（17日） 
任天堂ポケモン・サン＆ムーン（18日） 
ブラックフライデー（25日） 
スクエニFF15（29日） 

12月 ECB理事会（8日）FOMC（14日） 
プーチン露大統領来日（15日） 
日銀会合（20日） 

スーパーマリオランiPhone配信 
海賊と呼ばれた男（10日） 
クリスマス（25日） 

17年 解散総選挙（1月?）蘭総選挙（3月） 
仏大統領選（4-5月） 
イタリアでG7サミット開催（5月） 
都議選（6月）独総選挙（秋） 
中国共産党大会（秋） 
ベトナムAPEC首脳会議 
韓国大統領選（12月） 

アジア冬季競技会（1月札幌帯広） 
WBC（3月）スクエニDQ11（春まで）チア☆ダン（3月） 
任天堂スイッチ、ファイヤーエンブレム、どうぶつの森
（3月）電王戦二番勝負（春）銀座6丁目P開業（4月） 
名港レゴランド開業（4月）世界盆栽大会さいたま（4月） 
豪イクシスLNG生産開始（3Q）ワンピース歌舞伎再演
（秋か）HAKUTO月面探査（後半） 
スターウォーズepi8（12月） 

※一部予想で変更はありえます。 



セクターローテーション例 
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夢に日付を 
未来カレンダー（変更も多いか） 東京再開発プロジェクト 

2017年 世界盆栽大会さいたま 赤坂インターシティAIR（新日鐵） 

2018年 
（平成30年） 

黒田日銀総裁と安倍自民総裁の任期、憲法改正？ 
大嘗祭（今上天皇譲位）？4K・8K放送開始 
サッカーW杯ロシア大会、平昌冬季五輪Brexit？TPP発効？ 

新日比谷プロジェクト 
大手町二丁目地区（NTT） 
浜松町二丁目A3棟 

2019年 ラグビーW杯日本大会 
10月消費税8→10％で軽減税率 

ホテルオークラ本館新装 
OH-1計画、虎ノ門ヒルズBT、 
TGMM芝浦プロジェクト 

2020年 東京五輪2020、JR東海N700S営業運転 
新東名全通、H3ロケット打ち上げへ 

品川新駅＆周辺開発へ 
八重洲B街区 

2021年 八重洲C街区、常盤橋A棟 

2022年 北陸新幹線敦賀まで、長崎新幹線開業 虎ノ門ヒルズST 

2023年 新名神全通、10月事業者インボイス導入 八重洲A街区 

2024年 虎ノ門二丁目、品川再開発街開き（JR東7棟複
合ビル順次開業） 

2025年 2025年問題「団塊世代が後期高齢者、国民の3人に1人が65
歳以上、5人に1人が75歳以上」超超高齢社会、大阪万博 

浜松町二丁目A1棟 

2026年 アジア競技大会愛知名古屋 

2027年 リニア開業、北陸新幹線大阪まで？ 常盤橋B棟（390m）開業 

2030年 北海道新幹線札幌まで 芝浦一丁目地区（野村）、羽田アクセス線？ 

2037年 リニア大阪まで延伸 

2040年 紀元2700年 

2041年 開戦100年 

2045年 終戦100年 



配当収入という希望 
財務省法人
企業統計 



日本の常識は世界の非常識 

GDPは3.1倍、株価6.5倍 GDPは3.1倍、株価3.3倍 

GDPは2.4倍、株価7.7倍 GDPは1.1倍、株価0.7倍 

青線名目GDP左軸（IMF） 
赤線株価指数年足右軸（QUICK） 

10億＄ 10億￡ 

10億ユーロ 10億￥ 



長期積立投資の実際 

323万円が
396万円 
+22％ 

QUICKデータ 
から山田作成 



長期積立投資の実際 

323万円が
761万円 
2.36倍 

QUICKデータ 
から山田作成 



長期投資の常識その1 
QUICKデータ 
から山田作成 



長期投資の常識その2 
QUICKデータ 
から山田作成 



長期投資の常識その3 
QUICKデータ 
から山田作成 



当セミナーは、情報提供を目的としており、特定の商品の推奨や売買に関する断定的判断の提供を目的とするもで
はありません。また、相場動向等の保証等を行うものではありません。 

当セミナーにおいて、カブドットコム証券の信用取引、先物・オプション取引や外国為替証拠金取引（FX）を含む取扱
商品の勧誘を目的とした商品説明やご案内等、および証券口座開設のご案内をさせていただくことがあります。 

当セミナーは、運営上の理由その他の事情により、 当日に開催時間及び内容の変更また、開催を中止することがご
ざいます。あらかじめご了承ください。 

当セミナーでご案内する情報およびサービスに関する著作権を含む一切の権利は、カブドッ トコム証券株式会社に帰
属しており、理由の如何を問わず無断での配信、複製、転載、転送および改ざん等を禁止します。 

証券投資は、価格の変動、金利の変動、為替の変動等により投資元本を割り込む恐れがあります。お取引の際は、
約款・規定集、契約締結前交付書面、目論見書、取引ルール、取扱商品の重要事項の説明等をよくお読みいただき、
商品特性やリスクを十分にご理解の上、銘柄選択、投資時期、投資スタイル等、投資の最終決定はご自身のご判断
とご責任で無理のない資産運用を行ってください。各商品のリスクについては、カブドットコム証券のホームページの
「ご投資にかかる手数料等リスクについて」にてご確認ください。 

各商品のお取引に際しては、商品ごとに所定の手数料等がかかります。手数料等は商品・銘柄・取引金額・取引方
法・取引チャネル等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。手
数料には消費税を含みます。各商品の手数料等の情報の詳細については、カブドットコム証券のホームページの手
数料（http://kabu.com/cost/）にてご確認ください。 

自動売買を含むすべてのご注文は、必ず約定するものではありません。 
前金商品（投資信託等）をご購入の場合には、お申込から約定までの間に現金買付余力がないと注文が取り消しと

なる場合がございます。株式発注金額は、約定・未約定にかかわらず優先して拘束されますので、前金商品（投資信
託等）の申込条件を満たさない場合もあります。投資信託等をお申込の場合には、オンライントレード規定・目論見書
補完書面に記載するご注意事項やお申込画面のご注意事項を十分にご確認ください。 

ご注意 



投資信託は、個別の銘柄ごとに販売手数料とは別に、信託報酬・解約手数料・その他手数料等を要するものがあり
ますが、銘柄ごとに要件・料率等が異なりますので、具体的な金額または計算方法を表示できません。お取引に際し
ては、目論見書（商品毎）および目論見書補完書面（投資信託）、重要事項に関する説明等をよくお読みください。 

信用取引、指数先物・指数オプション取引、外国為替証拠金取引、取引所CFD（くりっく株365）取引では、差し入れ
た保証金等以上のお取引が可能であるため、保証金等を超える大きな損失が生じるおそれがあります。また、信用
取引、指数先物・指数オプション取引には取引期限があり取引期限を越えてのお取引はできません。 

信用取引をおこなうには、売買代金の30％以上かつ30万円以上の保証金の差し入れが必要であり、保証金の最
大約3.3倍のお取引が可能です。制度信用取引と一般信用取引（長期、売短®）では、返済の期限等について異な
る制約があります。合併や株式分割等の事象が発生した場合や、株式の調達が困難となった場合等に返済期限を
設定することがあります。一般信用取引（長期、売短®）の建玉について株式の調達が困難となった場合等は、一定
の催告期間を設定した上で、当社が定める期日に変更する場合がありますが、緊急かつやむを得ない事由がある場
合には、催告期間を置かずに期日を変更します。委託保証金率および代用有価証券の掛目は当社独自の判断に
よって変更することがあります。また上場廃止、株式併合、株式分割、権利処理等により、返済期限（期日）が前倒
しになる場合があります。詳細は、信用取引ルールのご案内ページ( http://kabu.com/item/shinyo/rule.html )を
ご確認ください。 

指数先物取引・指数オプション取引においては、証拠金は「SPAN証拠金額×当社が定める掛け目－ネット・オプショ
ン価格の総額」です。そのため、証拠金に対する取引額の倍率（レバレッジ）は一定ではなく明記することができませ
ん。指数オプション取引の買い方は期日までに権利行使または転売をおこなわない場合には権利は消滅し、投資金
額の全額を失うことになります。指数オプション取引の売り方は損失が限定されていません。 

外国為替証拠金において提示する売値と買値には差額があります。お客様が差し入れなければならない証拠金額
（1万通貨あたり）は次のとおりです。＜くりっく365：東京金融取引所が発表する証拠金基準額をもとに当社が定め
る額、店頭FX：通貨ペアにより25,000円～1,000,000円、シストレFX®：建玉金額の4％＞ 

取引所CFD（くりっく株365）において、お客様が差し入れなければならない証拠金は、東京金融取引所が発表する
証拠金基準額をもとに当社が定めます。なお、証拠金の額は変動するため、取引金額証拠金に対する比率は一定
でなく明記することができません。 

外国債券を購入する場合、手数料はかかりませんが、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レート
には差額があります。なお、適用為替レートは債券の起債通貨によって異なり、実勢レートに基づき当社が決定しま
す。外国債券の価格や利回りは、市中金利や発行体の信用力などの状況により変動し、償還前に売却する際は、損
失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等や、国や地域の政治・経済・社会情勢の変動などにより大き
な影響を受けたりするおそれがあります。 



 NISA（ジュニアNISA）口座開設には、カブドットコム証券の証券口座（未成年証券口座）を開設いただく必要がありま
す。 

同一の勘定設定期間において複数の金融機関等にNISA口座を開設することができません。ただし、2015年からは
同一期間中であってもNISA口座を開設する金融機関を変更することができます。すでにNISA口座内で買付をしてい
る年分については、同年中の金融機関の変更はできません。また他の金融機関等にNISA口座内上場株式等を移管
することはできません。ジュニアNISA口座は一度開設した金融機関等を変更することができません。 

複数の金融機関で申し込んでしまった場合、最も希望する金融機関でNISA口座が開設できない可能性や、口座開
設が大幅に遅れる可能性があります。 

  NISA・ジュニアNISA口座の毎年の非課税投資枠は年間120万円・80万円です。NISA・ジュニアNISA口座では一度
売却するとその非課税投資枠の再利用はできません、また利用しなかった非課税投資枠は翌年の投資に繰り越せま
せん。 

配当等はNISA・ジュニアNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。NISA・ジュ
ニアNISA口座で配当等の非課税メリットを享受するためには、NISA口座を開設する金融機関等経由で交付（株式数
比例配分方式）する必要があります。 

 NISA・ジュニアNISA口座における配当および譲渡所得は課税所得として見なされず非課税となりますが、同様に損失
も税務上ないものとみなされます。このため、NISA・ジュニアNISA口座の損失を一般口座・特定口座の所得と損益通
算できません。（ただし、株式数比例配分方式を選択せず課税となった配当金は、特定口座・一般口座の所得と損益
通算できます） 

投資信託において支払われる分配金のうち元本払戻金（特別分配金）は非課税であり、NISA・ジュニアNISA制度のメ
リットは享受できません。また、投資信託の分配金の再投資分は、その年の非課税投資枠を利用します。 

 ジュニアNISA口座の投資資金は18歳まで原則払出しはできません。払出しを実施した場合、非課税のメリットは享受
できません。 

平成28年10月24日現在の情報に基づき記載しておりますが、情報の正確性・完全性について保証するものではあ
りません。また、法令・制度等の内容は変更または廃止される可能性があります。 



◆お客様サポートセンター 

 
※詳細および最新情報は、カブドットコム証券ホームページにてご確認ください。 

商号等：カブドットコム証券株式会社 
金融商品取引業者登録：関東財務局長（金商）第61号 
銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第8号 
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会  

◆ご意見・苦情について（当社以外の窓口） 
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター 
電話：0120－64－5005 
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